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地域に根差した奉仕活動に全員で取り組もう

■ロータリーソング「我等の生業」
■今月の歌「夏は来ぬ」
ソングリーダー 鹿島邦彦会員
■お客様紹介 会長 本田 誠
国際ロータリー第2750地区多摩南グループ
ガバナー補佐 中込勝子様
同グループ幹事 阪口幸嘉様
●ご挨拶

国際ロータリー第2750地区多摩南グループ
ガバナー補佐 中込勝子様
ガバナー補佐の中込でございます。東京町田東RC所属
です。阪口幹事と二人三脚で気負わず自然体で務めて行
く所存です。この例会場は高幡不動尊の霊験あらたかな
所で身が引き締まる思いがします。飛火野RCには初めて
来ましたが、前ガバナー補佐が水野さん、本田会長は同
業でとても初めてとは思えません。
RＩ会長ロンD.バートンさんは、
「奉仕を実践しみんなに
豊かな人生を」と呼びかけて、ロータリーの土台は変わっ
ていません。私達の土台は、これまでと同じように、ロー
タリーの中核的価値観、すなわち、奉仕、親睦、多様性、
高潔性、リーダーシップです。これらの価値観こそがロー
タりーアンとして私達を定義づけるものです。私達はこ
れらの価値観に従って生き、地域社会にこれらの価値観
を広めようと努力しています。飛火野RCの奉仕活動が
「ロータリーの友」7月号に出ていますが、地域で奉仕活
動を実践していることが分ります。地域の人々がどう受
け止めているか、喜んでいるか、奉仕活動の実践は「自分
達の心が 豊かになってゆく」事になるのではないで
しょうか。舟木ガバナーは「新しい風を」といってます。
活動の中でちょっと想像を膨らませてゆくことです。RＩ
の強調事項、地区の推進事項で会員増強・拡大を揚げて
います。グループの現在453人の会員の250人が1人を拡
大すれば200名の純増目標を達成できます。会員の増加
で公共イメージと認知度のアップも図れると思います。
いろいろな方と出合い喜びを分かち合って、楽しみなが
らロータリー活動をしてゆきましょう。
●国際ロータリー第2750地区多摩南グループ幹事
阪口幸嘉様
新年度を迎えおめでとうございます。私も初めて参りま
したが小島さんとは地区で会長としてご一緒しています
ので初めてとは思えません。昨年度は渡辺さんがグルー
プ幹事で見習ってゆきたいです。どうぞよろしくお願いし
ます。

R I 会長 ロン D. バートン

通常例会 於：高幡不動客殿

■出席報告 出席委員会 早川忠男委員長
報告内容後記
■ニコニコ報告 親睦委員会 河野和正委員長
メッセージ後記
■会長報告
会長 本田 誠
7/11会長幹事会が開催されました。内容は幹事報告で
ご案内します。
●One Point職業奉仕
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
についてご案内します。親世代の子育ての大変さは「将
来の子育てへの不安」が大きくなっています。親が子供
の教育費を負担するのは当然ですが、孫のために教育費
を支援したいと思う祖父母が多いが、一括して贈与する
と贈与税が課税されることとなり贈与をためらうことも
多い。そこで創設されたのが「教育資金の一括贈与に係
る贈与税の非課税措置」です。今年４月1日から平成27
年12月３１日までの間に拠出されるものに限って非課税
とするとされてます。贈与者：直系尊属 受贈者：３０歳
未満の直系卑属（子・孫・ひ孫等）非課税枠：信託銀行等
に預金等した金銭等1,500万円まで（学校等意外への支
払は500万円までで教育資金に限ります。申告も必要
で、払出も教育資金の支払いに充当したことを証する書
類を金融機関に提出せねばなりません。また残に対して
は30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が
課税されます。また、それまでに受贈者に相続が発生し
た場合には残額は非課税となります。
★詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
■幹事報告 幹事 小髙俊明
1.7/11の会長・幹事会報告
会議は会員増強の議題が印象に残りました。
a.地区として会員を200名、8クラブ拡大を図りたいので
積極的にお取り組み頂きたいと要請がありました。佐久
間年度は期末の増減が在りますのでまだ確定しておりま
せんが5月末現在増加しています。
b.2013〜14復興資金の活用について申請してください。
c.ガバナーがPBG公式訪問します、同行される方を募っ
ています。
d.次年度会長へのご案内で11月18日ロータリー財団セミ
ナーが開催されます。
2.第12回日韓親善会議10月19日〜20日ソウルで開催さ
れます。参加要請がありました。
3.函館RC週報が届きました。回覧します。
4.八王子東RC活動計画書が届きましたので回覧しま
す。合同例会もございますのでよろしくお願いします。
5.生沼会員が代表の写真家グループ「フォトサークル で
あい 」が9/3〜６に日野市民会館2Fで写真展を行いま
す。お出かけください。
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■イニシェ−ションスピ−チ
馬場弘融会員
平成９年からこの4月26日まで4期16年間52才から68
歳まで、市長職を皆さんのご支援で無事務め後継者を選
び引き継ぐことができました。再入会を快く認めて下さ
りありがとうございます。バブルが弾けた後で、民間に比
べ行政は給料・待遇は良い時の状態で、行財政改革が必
須でした。1期目はゴミは捨て放題の状態を改めるため
ゴミ有料化を提起、2期目を目指す半年前で次の当選が
危ぶまれると警告されましたが断行しました。2期目は
街起こしに、新選組フェスタを実施し 新選組のふるさ
と 日野市をPR、全国から観光客を呼び成果を上げまし
た。3期目は国道を開通させました。周辺道路の整備も
進み交通渋滞が緩和しました。国道ぞいに大型店も出始
め経済効果も出てきました。4期目はリーマンショック後
でしたが、市立病院を改革、ふれあいホールを建て、甲州
街道から中央線を潜り四谷方面への道路を開通させま
した。国体の準備も進みました。後継者に大坪さんを推
薦できました。16年間楽しく努め、その間私は行政だけ
でなく「みんなで街を作ろう」といって来ました。日野の
可能性は、1.に水を上げたい。都市農業を守り・清流を活
用し水田の耕作を奨励したいと思います。2.に物作り日
野を応援したい。東芝が閉鎖、雪印工場も閉鎖で危うい
が技術力に優れた工場が市内にたくさん在り製造業の
伝統を残し技術と経営を支援したいと思ってます。3.は
エンターティメントの可能性を追い求めたい。京王電鉄
の多摩動物公園駅の駅前に走っていた電車や模型を展
示する鉄道博物館として10月にオープンします。テイジ
ンの前から中央線を跨ぎ西平山へ道路を開通させ電車
庫あたりを観光スポットにしても面白い。最近豊田電車
庫で電車見学のイベントを行ったらたくさんの見学者が
来たといわれました。珍しい電車も来るので見学できる
施設として利用。そして観光客用のマイカーを運ぶター
ミナルを作るのも面白いと思います。東京都の青山さん
が日野自工の跡地に東京ドームのような施設を作ればと
いってました。中央道の日野バス停周辺の雪印工場跡地
を利用し開発・石川町サービスエリア周辺活用し共に商
業施設を設け、集客を計るのもよいのではないでしょう
か。いずれも50年スパンでやっていったらおもしろいの
ではないでしょうか。私はいま６８歳で８８歳まで２０年
間余生を楽しみたい。そのために健康でいたいです。ゴ
ルフも楽しみたいし、走ったり毎日歩いてます。明るく元
気に生きたいと思ってます。お互いに長生きして元気に
過ごしたいものです。ありがとう。
■謝辞
馬場会員ありがとうございました。
●謝辞の後、本田会長が、職業柄、税務署に関わる四方
山話を紹介された。税務署の規模で最小・最大はどこ
か、曾っての税務調査の実態、税務署員はパーティ等に
出席するのか、出席して食事・お酒はどうなのか、税務調
査でお菓子や食事を提供しても受けるのか、質問検査
権、事前調査など興味のあるお話をユーモアを交えて紹
介くださいました。
■閉会点鐘

会長

本田

1168回 通常例会
8月6日 12：30
高幡不動尊客殿
司会者： 谷会員
卓話：川澄祐勝様

誠

お盆休会
8月13日

ニコニコメッセージ
多摩南グループ
ガバナー補佐 中込勝子さん
グループ幹事 阪口幸嘉さん
馬場様再入会ありがとうござい
ます。よろしくお願い致します。日野ロータリークラブ杉田
会長・山口幹事本日はようこそお越し下さいました。
本田

誠さん
①中込ガバナー補佐、
阪口グループ幹事ようこ
そお越し下さいました。
②京都祇園祭に出かけてきました。豪雨と暑さ
でくたびれました。

小髙俊明さん
中込ガバナー補佐阪口グループ幹事ようこそ
お越し下さいました。
９月１０月もよろしくお願い致しま
す。
また、
馬場前日野市長、
本日の卓話よろしくお願い
致します。
星野幸夫さん
家内の誕生日のプレゼントをありがとうござい
ます。私は何も買わずにすますことができました。
藤野益夫さん
中込ガバナー補佐、
阪口グループ幹事お暑い
中ようこそいらっしゃいました。今年１年間よろしくお願
いします。パキスタンで頭を撃たれたマララさんが国連
で演説しました。
「本とペンを手にとろう」といい「教育
こそがすべてを解決する」と結んだ。感動しました。識
字率の向上を改めて痛感した。
平吹正義さん
中込ガバナー補佐、
阪口グループ幹事、
暑い中
ようこそいらっしゃいました。
濱田宣郎さん
中込勝子多摩南グループガバナー補佐、
阪口
幸嘉グループ幹事ようこそ！この１年間何かとお世話に
なります。
どうぞ宜しくお願い致します。
大塚洋晃さん
中込ガバナー補佐、
阪口グループ幹事ようこそ
おいで下さいました。本日は宜しくお願い致します。
小島
平

明さん
中込ガバナー補佐、
阪口グループ幹事ようこ
そ。馬場さんイニシエーションよろしく。
良信さん
南平の八坂神社の祭りも終わりもう夏バテぎ
みです。睡眠不足、
酒の飲み過ぎに注意します。

生沼通男さん
馬場さんお帰りなさい。永い間日野市をリード
していただきありがとうございました。
鹿島邦彦さん
横浜での諸用がある為途中退室させて頂きま
す。宜しく御願い致します。
渡邉良勝さん
中込ガバナー補佐阪口グループ幹事ようこそ
お出で下さいました。
河野和正さん
中込ガバナー補佐、
阪口グループ幹事ようこそ
おいで下さいました。本日はよろしくお願い致します。
熱中症に気をつけて下さい。馬場前市長ようこそお帰
り下さいました。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1164回 28
第1162回

28

本日36,000円

本年度目標額1,300,000円 達成率11.46％

出席 MU前 MU後 欠席
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2
−
8
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0

※今週のメークアップ 水野さん
※先々週の後メークアップ なし

1169回 合同夜間移動例会
8月20日 18：30
とうふ屋うかい
司会者： 八王子東RC担当
八王子東RCとの合同夜間例会

事務局：東京都日野市神明4-22-13スペースブロンコ1F 〒191-0016 TEL 042-583-6434
会 長：本田 誠
幹 事：小髙 俊明
副会長：渡邉 良勝

累計149,000円

6

出席率
71.4％
78.57％

黒川さん

1170回 移動夜間例会
8月27日 19：00
浜寿司本店
司会者： 志野会員

FAX 042-583-6435 例会場：高幡不動尊客殿
クラブ広報委員会委員長：藤野 益夫

